
No.1

予定価格 ※1 着工日 ※2 競争種別

調査基準価格
　　　　　　※1

竣工日 ※3 指名理由

17,655,000 2022年7月7日 指名競争

12,358,000 2022年12月23日 指名基準による

13,926,000 2022年7月20日 指名競争

9,748,000 2022年12月16日 指名基準による

9,743,800 2022年7月20日 指名競争

- 2022年10月20日 指名基準による

5,740,900 2022年7月27日 指名競争

- 2022年11月25日 指名基準による

11,781,000 2022年7月27日 指名競争

8,246,000 2022年10月28日 指名基準による

30,437,000 2022年7月28日 指名競争

21,305,000 2023年2月3日 指名基準による

32,978,000 2022年7月20日 指名競争

23,084,000 2022年10月7日 指名基準による

151,848,400 2022年7月13日 指名競争

106,293,000 2022年12月2日 指名基準による

88,599,500 2022年7月20日 指名競争

62,019,000 2022年12月9日 指名基準による

- 2022年7月27日 指名競争

- 2023年3月31日 指名基準による

7,359,000 2022年7月28日 指名競争

- 2022年10月21日 指名基準による

- 2022年7月6日 指名競争 低入札価格調査実施

- 2022年11月11日 指名基準による

※1 工事請負契約のみ記載

※2 設計監理業務契約においては着手日とする。

※3 設計監理業務契約においては、当該工事の業務完遂日とする。

競争入札による契約の公示（令和4年7月分）

工事（業務）名称、施工場所、工種
契約担当官等の氏名並びにその所属
する部局の名称及び所在地

契約日 契約相手先の名称及び所在地 契約金額

ウインズ新白河高圧受電盤真空遮断器
整備その他工事
福島県西白河郡西郷村大字小田倉字前
山50
電気工事

東京都港区西新橋1-1-1
施設部施設総務課長　増田　武志

2022年7月20日
桐清電設㈱
福島県須賀川市東作150-3

13,673,000 98.2%

落札率 備考

ウインズ難波非常用発電機自動始動盤
整備工事
大阪府大阪市浪速区難波中2-10-70
電気工事

東京都港区西新橋1-1-1
施設部施設総務課長　増田　武志

2022年7月7日
㈱鐵興
大阪府大阪市北区同心2-11-19-
503

14,989,700 84.9%

新橋分館直流電源装置蓄電池交換工事
東京都港区新橋4-5-4
電気工事

東京都港区西新橋1-1-1
施設部施設総務課長　増田　武志

2022年7月27日
㈱ウェーブ２１
東京都中央区東日本橋3-4-14

3,619,000 63.0%

馬事公苑八汐寮内装改修工事
栃木県宇都宮市鶴田町3711-3
建築一式工事

東京都港区西新橋1-1-1
施設部施設総務課長　増田　武志

2022年7月20日
協和ビルテクノス㈱
栃木県宇都宮市若草4-25-8

6,776,000 69.5%

ウインズ米子電気室他空調設備更新工
事
鳥取県米子市大崎3602-3
管工事

東京都港区西新橋1-1-1
施設部施設総務課長　増田　武志

2022年7月28日
㈱シンセイ
鳥取県米子市西福原9-19-15

25,300,000 83.1%

ウインズ錦糸町西館1階ビギナーサポート
デスク新設工事
東京都墨田区江東橋2-11-7
建築一式工事

東京都港区西新橋1-1-1
施設部施設総務課長　増田　武志

2022年7月27日
㈱秀和建設
東京都荒川区西尾久7-42-12

9,130,000 77.5%

函館競馬場ダート・ウッドチップコース路
盤補修及びダートコース内柵・ゴール板
鏡台更新工事
北海道函館市駒場町12-2
ほ装工事

北海道函館市駒場町12-2
函館競馬場
副場長　金子　雄一

2022年7月13日
㈱NIPPO　函館出張所
北海道北斗市久根別5-95-1

112,200,000 73.9%

ウインズ石和キャッシュレス端末増設に
伴う改修工事
山梨県笛吹市石和町窪中島1017-1
建築一式工事

東京都港区西新橋1-1-1
施設部施設総務課長　増田　武志

2022年7月20日
㈱興龍社
山梨県甲府市富竹1-10-31

25,080,000 76.1%

函館競馬場厩務員食堂耐震改修工事設
計監理等業務

北海道函館市駒場町12-2
函館競馬場
副場長　金子　雄一

2022年7月27日
㈱二本柳慶一建築研究所
北海道函館市杉並町4-23

1,980,000 -

-

函館競馬場厩舎地区舗装改修工事
北海道函館市駒場町12-2
ほ装工事

北海道函館市駒場町12-2
函館競馬場
副場長　金子　雄一

2022年7月20日
㈱NIPPO　函館出張所
北海道北斗市久根別5-95-1

62,920,000 71.0%

福島競馬場内外厩舎地下馬道補修工事
福島県福島市松浪町9-23
土木一式工事

福島県福島市松浪町9－23
福島競馬場
副場長　二村　啓介

2022年7月28日
㈱植留緑化土木
福島県福島市飯坂町平野字原東1-
7

5,500,000 74.7%

新潟競馬場厩舎東側囲障改修工事設計
監理等業務

新潟県新潟市北区笹山3490
新潟競馬場
副場長　石井　浩二

2022年7月6日
㈱トップライズ
新潟県新潟市秋葉区北上2-22-29

8,217,000



No.2

予定価格 ※1 着工日 ※2 競争種別

調査基準価格
　　　　　　※1

竣工日 ※3 指名理由

11,737,000 2022年7月27日 指名競争

8,215,000 2022年11月11日 指名基準による

－ 2022年7月7日 指名競争

－ 2022年9月9日 指名基準による

59,391,200 2022年7月6日 指名競争

41,573,000 2022年9月30日 指名基準による

12,408,000 2022年7月6日 指名競争

8,685,000 2022年9月30日 指名基準による

41,965,000 2022年7月6日 指名競争

29,375,000 2023年3月31日 指名基準による

64,463,300 2022年7月20日 指名競争

45,124,000 2022年9月30日 指名基準による

5,622,100 2022年7月7日 指名競争

- 2022年8月31日 指名基準による

15,169,000 2022年7月13日 指名競争

10,618,000 2022年11月30日 指名基準による

5,392,200 2022年7月13日 指名競争

- 2022年11月30日 指名基準による

31,350,000 2022年7月6日 指名競争

21,945,000 2022年11月30日 指名基準による

9,132,200 2022年7月20日 指名競争

- 2022年10月14日 指名基準による

37,719,000 2022年7月13日 指名競争

26,403,000 2022年12月22日 指名基準による

※1 工事請負契約のみ記載

※2 設計監理業務契約においては着手日とする。

※3 設計監理業務契約においては、当該工事の業務完遂日とする。

備考

東京競馬場フジビュースタンド西側舗装
改修工事
東京都府中市日吉町1-1
土木一式工事

東京都府中市日吉町1-1
東京競馬場
副場長　白井　隆久

2022年7月6日
㈱清光園緑地
東京都三鷹市下連雀9-11-12

59,290,000 99.8%

工事（業務）名称、施工場所、工種
契約担当官等の氏名並びにその所属
する部局の名称及び所在地

契約日 契約相手先の名称及び所在地 契約金額 落札率

新潟競馬場乗馬センター馬糧庫及び放牧
場上屋新設工事
新潟県新潟市笹山3490
建築一式工事

新潟県新潟市北区笹山3490
新潟競馬場
副場長　石井　浩二

2022年7月27日
新潟環境整備㈱
新潟県新潟市北区島見町3399-4

11,660,000 99.3%

中京競馬場メディアホール排煙窓整備工
事
愛知県豊明市間米町敷田1226
建築一式工事

愛知県豊明市間米町敷田1226
中京競馬場
副場長　浮島　理

2022年7月20日
㈱服部工務店
愛知県名古屋市南区芝町181-1

5,500,000 60.2%

2022年7月13日
菊本電気工事㈱
愛知県東海市横須賀町四ノ割70番
地

4,983,000

中山競馬場寮・舎宅防犯カメラ設置工事
設計監理等業務

千葉県船橋市古作1-1-1
中山競馬場
副場長　杉山　拓哉

2022年7月7日
㈱H・A設計事務所
東京都新宿区下宮比町2-28-506

3,630,000 －

京都競馬場給水処理場整備工事
京都府京都市伏見区葭島渡場島町32
水道施設工事

京都府京都市伏見区葭島渡場島町32
京都競馬場
副場長　鈴木　勉

2022年7月13日
東洋濾水機㈱
京都府京都市伏見区横大路柿ノ本
町12-1

28,160,000 74.7%

中京競馬場交通本部空調設備更新工事
愛知県豊明市間米町敷田1225
管工事

愛知県豊明市間米町敷田1226
中京競馬場
副場長　浮島　理

2022年7月6日
川本サービス㈱　名古屋営業所
愛知県名古屋市中区大須4-11-39

30,767,000 98.1%

92.4%

愛知県豊明市間米町敷田1226
中京競馬場
副場長　浮島　理

2022年7月7日
菊本電気工事㈱
愛知県東海市横須賀町四ノ割70番
地

4,950,000 88.0%

中京競馬場検体採取所監視カメラ整備工
事
愛知県豊明市間米町敷田1225
電気工事

愛知県豊明市間米町敷田1226
中京競馬場
副場長　浮島　理

2022年7月13日
菊本電気工事㈱
愛知県東海市横須賀町四ノ割700番
地

14,850,000

競争入札による契約の公示（令和4年7月分）

中京競馬場キャッシュレス端末増設に伴
う改修工事
愛知県豊明市間米町敷田1225
電気工事

東京競馬場厩舎地区給水本管バルブ取
替工事
東京都府中市日吉町1-1
管工事

東京都府中市日吉町1-1
東京競馬場
副場長　白井　隆久

2022年7月6日
高橋設備工業㈱
東京都立川市高松町3-21-4

9,438,000 76.1%

東京競馬場当日厩舎洗い場ボイラー更
新工事
東京都府中市日吉町1-1
管工事

東京都府中市日吉町1-1
東京競馬場
副場長　白井　隆久

2022年7月6日
㈱笹間設備
東京都小平市小川東町1-16-3

34,309,000

74.2%

81.8%

東京競馬場装鞍所ゴムチップ舗装補修工
事
東京都府中市日吉町1-1
土木一式工事

東京都府中市日吉町1-1
東京競馬場
副場長　白井　隆久

2022年7月20日
㈱東洋土木
東京都世田谷区千歳台5-2-5

47,850,000

97.9%

中京競馬場舎宅他防犯カメラ設置工事
愛知県豊明市間米町敷田1225
電気工事

愛知県豊明市間米町敷田1226
中京競馬場
副場長　浮島　理



No.3

予定価格 ※1 着工日 ※2 競争種別

調査基準価格
　　　　　　※1

竣工日 ※3 指名理由

20,841,700 2022年7月13日 指名競争

14,589,000 2022年10月12日 指名基準による

- 2022年7月27日 指名競争

- 2022年11月15日 指名基準による

26,616,000 2022年7月21日 指名競争

18,631,000 2022年12月15日 指名基準による

- 2022年7月6日 指名競争

- 2022年9月30日 指名基準による

20,801,000 2022年7月6日 指名競争 低入札価格調査実施

14,560,000 2022年10月31日 指名基準による

31,878,000 2022年7月12日 指名競争

22,314,000 2022年12月2日 指名基準による

17,446,000 2022年7月21日 指名競争 低入札価格調査実施

12,212,000 2022年11月18日 指名基準による

67,606,000 2022年7月13日 指名競争

47,324,000 2022年9月30日 指名基準による

42,365,400 2022年7月20日 指名競争

29,655,000 2022年11月30日 指名基準による

78,146,200 2022年7月28日 指名競争

54,702,000 2022年12月9日 指名基準による

※1 工事請負契約のみ記載

※2 設計監理業務契約においては着手日とする。

※3 設計監理業務契約においては、当該工事の業務完遂日とする。

栃木県宇都宮市砥上町321-4
馬事公苑
苑長　甲田　啓

2022年7月21日
㈱中津工業
栃木県鹿沼市上田町2340

25,894,000 97.3%
馬事公苑宇都宮事業所円馬場新設工事
栃木県宇都宮市砥上町321-4
土木一式工事

宮崎育成牧場角馬場散水ポンプ・馬場内
揚水設備更新工事
宮崎県宮崎市花ケ島町大原2347
管工事

宮崎県宮崎市花ケ島町大原2347
宮崎育成牧場
場長　梅村　英人

2022年7月21日
㈱菱熱　宮崎支店
宮崎県宮崎市宮脇町95-3

10,890,000 62.4%

栗東トレーニング・センター厩舎外周フェ
ンス有刺鉄線取付工事
滋賀県栗東市御園1028
土木一式工事

滋賀県栗東市御園1028
栗東トレーニング・センター
副場長　後藤　孝生

2022年7月20日
㈱フットワーク
滋賀県草津市岡本町17-1

32,780,000

日高育成牧場教育エリアウォーキングマ
シン新設工事
北海道浦河郡浦河町字西舎512-1の内
建築一式工事

北海道浦河郡浦河町字西舎535-13
日高育成牧場
副場長　頃末　憲治

2022年7月12日
池内建設㈱
北海道日高郡新ひだか町静内木場
町1-1-22

28,380,000 89.0%

-

73.3%15,279,000
松本建設㈱
京都府京都市伏見区横大路千両松
町70

2022年7月13日
京都府京都市伏見区葭島渡場島町32
京都競馬場
副場長　鈴木　勉

京都競馬場馬場内池浚渫工事
京都府京都市伏見区葭島渡場島町32
土木一式工事

備考

日高育成牧場屋内直線馬場屋根防水改
修工事
北海道浦河郡浦河町字西舎512-1の内
建築一式工事

北海道浦河郡浦河町字西舎535-13
日高育成牧場
副場長　頃末　憲治

2022年7月6日
静内産業土建㈱
北海道日高郡新ひだか町静内御幸
町1-1-42

11,550,000 55.5%

工事（業務）名称、施工場所、工種
契約担当官等の氏名並びにその所属
する部局の名称及び所在地

契約日 契約相手先の名称及び所在地 契約金額 落札率

小倉競馬場検疫厩舎周辺囲障改修工事
設計監理等業務

福岡県北九州市小倉南区北方4-5-1
小倉競馬場
副場長　外山　信男

2022年7月27日
グリーン・コンサルタント㈱　九州営
業所
福岡県福岡市中央区大手門2-1-34

7,040,000 -

競走馬総合研究所ウォーキングマシン新
設工事設計等業務

栃木県下野市柴1400-4
競走馬総合研究所
次長　吉田　年伸

2022年7月6日
㈱創建設計
栃木県宇都宮市宝木町1-37-14

3,080,000

77.4%

栗東トレーニング・センター競走馬スイミン
グプール機器整備工事
滋賀県栗東市御園1028
管工事

滋賀県栗東市御園1028
栗東トレーニング・センター
副場長　後藤　孝生

2022年7月13日
㈱ライフテックミツダ
滋賀県東近江市今堀町621-1

53,449,000 79.1%

美浦トレーニング・センター厩舎馬道路盤
補修工事
茨城県稲敷郡美浦村美駒2500-2
土木一式工事

茨城県稲敷郡美浦村美駒2500-2
美浦トレーニング・センター
副場長　中山　由紀夫

2022年7月28日
㈲髙榮組
茨城県稲敷郡河内町金江津4089-3

74,250,000 95.0%

競争入札による契約の公示（令和4年7月分）


